
 
 

 
 

走査トンネル顕微鏡を用いた2次元キャリ
ア分布計測技術とデバイス開発への適用 

Two-Dimensional Carrier Profiling by Scanning Tunneling 
Microscopy and Its Application to Advanced Device Development 

あらまし  

ゲート長50 nm以下の微細トランジスタを高性能化するためにはソース/ドレイン電極な

どのシリコン中不純物分布を 適化する必要があるので，2次元不純物分布を高空間分解能

で評価する技術が切望されていた。富士通マイクロエレクトロニクスは，走査トンネル顕微

鏡（STM）を用いて1 nm程度の空間分解能の2次元キャリア分布計測技術を開発し，90 nm
世代以降の微細トランジスタ開発に適用した。製造条件の異なる微細トランジスタに対して，

断面測定で得た2次元キャリア分布とトランジスタ特性の製造条件依存性がよく一致した。

このような断面キャリア分布計測結果を基に微細トランジスタ不純物分布が 適化された。

また，走査トンネル顕微鏡による2次元キャリア分布計測技術を用いてトランジスタ特性ば

らつきの原因となる不純物分布揺らぎを評価した。不純物分布がゲート加工形状揺らぎに依

存していることを明示した。計測結果を基にトランジスタ特性ばらつき低減方法を提案・実

証した。 

Abstract 

A high-resolution two-dimensional (2-D) carrier profiling technique has been required to 
optimize the dopant profile around the source/drain and extension region in the transistor to 
enhance the electrical characteristics when scaling the gate length down to less than 50 nm.  
At Fujitsu Microelectronics Limited, high spatial resolution of about 1 nm has been achieved 
by scanning tunneling microscopy to enable the 2-D carrier profiling technique to be applied 
to the development of scaled transistors beyond the 90-nm technology node.  The 
dependence of the 2-D carrier profile on process conditions is consistent with that of the 
electrical characteristics.  On the basis of such profiles, the dopant profile in the scaled 
transistor has been optimized.  The technique also enables an evaluation of dopant 
distribution fluctuations that cause variability in transistor performance.  The carrier 
profile around the extension region was found to depend on the gate line edge roughness.  
From the measured results, various methodologies for suppressing transistor performance 
variability have been proposed. 

 

福留秀暢（ふくとめ ひでのぶ）

富士通マイクロエレクトロニクス

（株）デバイス開発統括部 所属 
現在，走査トンネル顕微鏡を用いた

2次元不純物分布計測技術の開発と

それを用いた先端CMOSデバイス開

発に従事。 
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ま え が き 

 携帯機器，デジタル家電や大型計算機などに幅広

く使われているLSIを高性能・高集積化するために，

LSIを構成するトランジスタの微細化が積極的に行

われている。図-1に示すように，トランジスタは

ゲート電極とその下のシリコン基板中に不純物分布

で形成するソース/ドレイン電極などで構成されて

おり，ソース電極とドレイン電極の間を流れる電流

をゲート電極で調整してON状態とOFF状態を切り

替えるスイッチとして機能する。トランジスタの性

能劣化を伴わずにゲート電極寸法を50 nm以下に微

細化するためには，ゲート電極下に形成される不純

物分布を 適化する必要がある。例えば，ソース電

極とドレイン電極間の距離（実効チャネル長）が短

いとOFF状態での漏れ電流が増大し，待機時にお

けるLSIの消費電力が増大するので望ましくない。 
 したがって，横方向（図-1中のLg方向）不純物分

布をナノスケールで可視化する計測技術の開発が望

まれていた。本稿では，著者らが開発した走査トン

ネ ル 顕 微 鏡 （ STM ： Scanning Tunneling 
Microscopy）(1)を用いた2次元不純物分布計測技術を，

微細トランジスタ研究・開発へ適用した成果につい

て解説する。 

STMによる2次元不純物分布計測技術 

 不純物分布計測技術は「何を測定するか」で二つ

のグループに分類される。すなわち，不純物原子の

総数を計測する技術と電気的に活性な不純物

（dopant）を計測する技術である。前者の代表格は

1次元不純物分布計測技術の2次イオン質量分析

（SIMS：Secondary Ion Mass Spectrometry）法で

あり，STMを用いた計測は後者に含まれる。微細

トランジスタを効率良く作製するためにはどちらの

計測技術も重要である。そして，固体探針

（probe）を使う顕微鏡を母体としてdopant分布計

測装置の研究開発が行われてきた。それぞれ母体と

なる計測技術の特徴を反映するので，汎用的な走査

容量顕微鏡ではprobe先端径が大きく，90 nm世代

以降の微細トランジスタ評価に必要なナノスケール

空間分解能を実現することが困難であった。これに

対して，以下に述べるようにSTMを用いることで

シリコン基板中の2次元不純物分布高分解能計測を

実現できる。 
● STMの原理 
 ここでは，STMの原理について簡単に述べる。

STMは試料表面と金属材料の固体probeの間に流れ

るトンネル電流を利用する表面計測技術である。一

定電圧を印加した試料に対しprobeを十分に近接す

ると，探針 -試料間にトンネル電流が流れる。

フィードバック回路によりこのトンネル電流を一定

に保持しつつprobeが試料表面を走査することで，

原子層ステップなどの2次元表面凹凸像を計測でき

る。トンネル電流が探針-試料間距離に対して指数

関数的に変化するために極めて優れた垂直空間分解

能を実現できる。また，probe先端原子を介したト

ンネル現象を利用しているため水平空間分解能も極

めて高く，個々の表面原子を可視化する原子分解能

を有する。 
 一方，トンネル電流は探針-試料間距離に対し指

数関数的に減衰し，かつ，試料表面近傍の局所キャ

リア密度を反映する物理量である。したがって，

フェルミ準位をピン止めする準位が表面に局在して

いない限り，シリコン基板中の不純物濃度を反映し

た局所キャリア密度をSTMで計測できる。そして，

シリコン試料では表面を適切に水素終端処理すると

そのような表面準位を除くことができるので，伝導

型，およびキャリア密度に応じてトンネル電流の試

料電圧依存性が変化することが実験的に確認されて

いる。(2),(3) さらに，表面吸着物の影響低減や水素終端

表面の維持のために，測定を高真空中で行うことで

十分な回数，同じ箇所を繰り返し測定することが可

能となった。(4) 

 

ソース ドレイン
SDE

図-1 微細トランジスタ断面，およびその計測の模式図
Fig.1-Schematics of cross-sectional carrier profile in 

the scaled transistor and its measurement.  

FUJITSU. 61, 1 (01, 2010) 9 



 
走査トンネル顕微鏡を用いた2次元キャリア分布計測技術とデバイス開発への適用 

● CITS法による2次元キャリア分布像の計測 
 前述のように，STMを用いて試料の表面凹凸像

を測定することが可能であり，トンネル電流の試料

電圧依存性がシリコン基板中の局所キャリア密度を

反映することから，両者を同時測定するCITS 
（Current Imaging Tunneling Spectroscopy）法(5)

を用いて測定箇所を特定しつつ，2次元キャリア分

布像を計測できる。CITS法により2次元キャリア分

布が得られる具体例として，ナノpn接合のトンネ

ル電流分布像を図-2に示す。模式図に示すとおり，

探針-試料間距離をおおむね一定に保ちつつpn接合

上をprobeで走査すると，伝導型とキャリア密度の

違いに依存して探針-試料間に流れるトンネル電流

が増減するので，幅100 nm程度で交互に並ぶ帯状

のp型領域とn型領域を可視化できた。このように

トンネル電流分布として2次元キャリア分布をCITS
法で計測できる。 
● STMを用いた2次元キャリア分布計測技術の分

解能 
 ここでは，STMを用いた2次元キャリア分布計測

技術の分解能について述べる。STM自体は原子分

解能を有するが，キャリア密度測定における空間分

解能決定要因を別途考える必要がある。主要因とし

てprobeが試料表面に接近することにより生じるエ

ネルギーバンドの曲がりが考えられ，原理的な空間

分解能は1～2 nm程度と見込まれている。一方，

キャリア密度の計測範囲は1017～1020 cm-3程度であ

り，濃度分解能はおおむね科学的表記法での有効数

字1桁を実現できる。(3) このようにSTMは90 nm以降

のデバイス開発に必要な分解能を実現できる。 

 

N

P

N

P NN
トンネル電流

probe

図-2 ナノpn接合のトンネル電流分布像 
Fig.2-Tunneling current image of nanoscaled pn 

junction. 
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図-3 ゲート長38 nmのp-MOSFET断面の2次元キャリ

ア分布 

微細トランジスタ高性能化への貢献 

 STMによる2次元キャリア分布計測の具体例とし

て微細トランジスタ断面を観察した結果を図-3に示

す。本図は，ゲート長38 nmのp-MOSFETの2次元

キャリア分布である。 
 まず，STM測定を行うために研磨法により試料

断面を凹凸が1 nm以下の平坦な観察面になるよう

に加工した。つぎに，pH調整したフッ酸系溶液に

浸すことで，シリコン酸化膜を選択的に除去してシ

リコン観察面を水素終端処理した。(6) 水素終端後，直

ちに超高真空中へ試料を搬送しSTM測定を行っ

た。 
 前述のとおり，表面凹凸像としてゲート電極など

MOSFETの外郭幾何形状を計測し，同時に，トン

ネル電流分布像として2次元キャリア分布を計測し

た。両者を組み合わせることで，ソース/ドレイン

電極がゲート電極下へ突き出しているエクステン

ション領域（SDE：Source/Drain Extension）の

様子を可視化することに成功した。2次元キャリア

分布からSDEがゲート電極下へ横方向に突き出し

ている距離（Xov，図-1参照）をナノスケールで求

めることができる。 
 著者らはこの評価手法を用いて製造条件の異なる

複数のトランジスタ断面を測定し，製造条件差に起

因してXov 平均値が2 nm変化することを明らかに

した。(7) そして，STMによる計測結果はデバイスの

しきい値電圧ロールオフ特性（閾値電圧のゲート長

依存性）とよく一致した。すなわち，STMによる

2次元キャリア分布計測技術が2 nm以下の空間分解

能を持ち，トランジスタ製造条件 適化に貢献でき

ることが実証された。 
 そこで，フッ素追加イオン注入などの不純物拡散

抑制技術(8)のメカニズムについてSTM計測技術を

Fig.3-2-D cross-sectional carrier profile of the 38-nm 
p-MOSFET. 
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駆使して理解を深めるなどして集積した知見に基づ

き短期間での不純物分布 適化を実現して，90 nm
世代以降の先端デバイスの高性能化を加速した。ほ

かにも，ゲート側壁絶縁膜形状の微小変化が不純物

分布に及ぼす影響(9)やゲート絶縁膜界面に沿った不

純物の横方向異常拡散(10)の直接評価を行い，デバ

イス特性との相関を明らかにして，SDE領域の2次
元不純物分布の 適化に貢献した。 

トランジスタ特性ばらつき改善への貢献 

 トランジスタ断面に加えて，ゲート電極直下の表

面キャリア分布計測も実現した。微細トランジスタ

では，しばしばソース/ドレイン間の漏れ電流によ

り閾値電圧が決定されるので，実効チャネル長

（Leff）が重要な評価項目の一つである。そこで，

ゲート電極加工形状とSDE分布の相関を世界で初

めて実測した。(4) 昨今，ゲート電極加工形状の揺らぎ

（LER：Line Edge Roughness）が微細トランジス

タ特性へ及ぼす影響が懸念されており，従来シミュ

レーションで予測する(11)以外に手段がなかった現

象をSTMで直接評価できるようにした。 
● ゲート電極加工形状とSDE分布との相関の評

価方法 
 ゲート電極加工形状とSDE分布の相関を評価す

る方法を簡単に説明する。はじめに，観察すべき活

性領域を露出するためにゲート電極を選択的に除去

する。つぎに，断面測定と同様の処理により側壁構

造およびゲート絶縁膜を除去して，活性領域表面を

水素終端する。こうすることでトランジスタ製造過

程におけるゲート電極加工時にシリコン基板が数

nm掘られてゲート電極形状が活性領域表面に転写

されているので，ゲート電極端位置を凹凸像より抽

出できる。同時に，トンネル電流分布像として活性

領域表面の2次元キャリア分布を計測できる。両者

を組み合わせることで，Leff揺らぎやXov揺らぎと

ゲートLERとの相関が評価できる。 
● 評価結果 
 ゲート長50 nm以下のn-MOSトランジスタの

ゲート電極直下におけるSDEとチャネル領域の典

型的な2次元キャリア分布を図-4に示す。図-4（a）
中に示すように，ゲート電極長｛Lg（y）｝，Xov

（y），Leff（y）を局所的に求めることができる。ま

た，図-4（b）中に示すようにゲートLERとXovに相

関があることが分かった。そして，ゲートLERと

Xovの相関に依存してSDE端の揺らぎが増減する。

より短いLgのトランジスタを動作させるべく不純

物拡散を抑制すると，ゲートLERを反映してSDE
横方向端が揺らぎ，Leffばらつきが増大することが

分かった。また，STM計測から予想されたように

Leffばらつきが増大すると閾値電圧ばらつきが増大

することも確認された。 
● トランジスタ製造方法の改善 
 このように，回路の正常動作を妨げる性能ばらつ

きがLSI高性能化・高集積化のためトランジスタを

微細化すると深刻になると予想できたので，STM
計測結果に基づき，不純物分布の揺らぎを低減する
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図-4 ゲート加工形状揺らぎとエクステンション不純物分布の相関 

Fig.4-Relationship between gate line edge roughness and carrier profile around the extension region. 
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ためのトランジスタ製造方法を開発した。例えば，

不純物分布揺らぎを改善する製造方法として非晶質

ゲートを提案した。(12) また，SDE領域を形成するた

めのイオン注入の方法を工夫してLeffばらつきを

15％低減すると，微細トランジスタの閾値電圧ば

らつきが15％減少することも実証した。(13) このよう

なトランジスタ特性ばらつき低減技術は40 nm世代

以降の先端デバイスでは 重要技術の一つであり，

2次元キャリア分布計測技術がその開発に重要な役

割を果たした。 

故 障 解 析 

 活性領域表面の2次元キャリア分布計測法により，

素子分離端で生じる不純物分布の変調具合を評価す

ることも可能である。例えば，著者らは素子分離端

に近づくにつれてXovが徐々に短くなることを明ら

かにした。(14) また，SRAMに代表されるような狭

チャネルMOSFET活性領域表面の2次元キャリア分

布を計測することも可能であり，ゲートLERと素

子分離端の影響を受けてSRAM中の微細トランジ

スタの不純物分布が理想状態から大きく変調する場

合があることを明示した。(14) この結果は，probe位置

を同定する補助装置を搭載したSTMを用いれば

SRAM不良箇所の解析が可能であることを示唆し

ている。 

む  す  び 

 本稿では，STMを用いた2次元キャリア分布計測

技術とその先端半導体デバイス開発への適用例を解

説した。「2次元不純物分布を実際に見る」技術が，

効率良い先端半導体デバイス開発に貢献することを

示した。不純物分布ばらつき評価のように，STM
が表面敏感（計測表面での2次元分解能が高い）な

計測技術である利点を生かした新たな応用方法や，

他計測技術・TCADとの組合せなども今後期待される。 
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